
【様式第1号】

自治体名：粟国村

会計：連結会計 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 11,134,580   固定負債 2,506,210

    有形固定資産 10,378,275     地方債等 2,234,254

      事業用資産 6,306,425     長期未払金 62

        土地 33,462     退職手当引当金 271,562

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 7,276,159     その他 332

        建物減価償却累計額 -3,132,061   流動負債 226,858

        工作物 749,802     １年内償還予定地方債等 130,415

        工作物減価償却累計額 -295,514     未払金 6

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 26,500

        航空機 -     預り金 69,769

        航空機減価償却累計額 -     その他 166

        その他 - 負債合計 2,733,068

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,674,576   固定資産等形成分 11,218,387

      インフラ資産 4,049,002   余剰分（不足分） -2,425,362

        土地 6,276   他団体出資等分 -

        建物 981,682

        建物減価償却累計額 -446,025

        工作物 6,703,100

        工作物減価償却累計額 -3,433,500

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 237,468

      物品 126,098

      物品減価償却累計額 -103,250

    無形固定資産 9,870

      ソフトウェア 9,870

      その他 -

    投資その他の資産 746,435

      投資及び出資金 18,850

        有価証券 7,233

        出資金 11,617

        その他 -

      長期延滞債権 14,348

      長期貸付金 79

      基金 714,890

        減債基金 14,408

        その他 700,482

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,732

  流動資産 391,513

    現金預金 303,978

    未収金 4,478

    短期貸付金 -

    基金 83,807

      財政調整基金 83,807

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -750

  繰延資産 - 純資産合計 8,793,026

資産合計 11,526,093 負債及び純資産合計 11,526,093

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：粟国村

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 1,664,698

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 10,187

  臨時利益 -

  臨時損失 10,187

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 216,414

    その他 134,739

純経常行政コスト 1,654,511

      社会保障給付 39,724

      その他 1,078

  経常収益 351,153

        その他 10,598

    移転費用 464,094

      補助金等 423,292

      その他の業務費用 22,628

        支払利息 9,549

        徴収不能引当金繰入額 2,482

        維持補修費 68,162

        減価償却費 398,508

        その他 0

        その他 26,637

      物件費等 1,015,953

        物件費 549,283

        職員給与費 423,461

        賞与等引当金繰入額 26,500

        退職手当引当金繰入額 26,392

  経常費用 2,005,664

    業務費用 1,541,570

      人件費 502,990

連結行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：粟国村

会計：連結会計 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 8,292,345 10,213,277 -1,920,932 -

  純行政コスト（△） -1,664,698 -1,664,698 -

  財源 2,377,721 2,377,721 -

    税収等 1,017,629 1,017,629 -

    国県等補助金 1,360,092 1,360,092 -

  本年度差額 713,023 713,023 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,192,289 -1,192,289

    有形固定資産等の増加 1,515,231 -1,515,231

    有形固定資産等の減少 -398,778 398,778

    貸付金・基金等の増加 275,484 -275,484

    貸付金・基金等の減少 -199,649 199,649

  資産評価差額 540 540

  無償所管換等 0 0

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 -1,414 23,320 -24,735 -

  その他 -211,468 -211,039 -429

  本年度純資産変動額 500,681 1,005,111 -504,430 -

本年度末純資産残高 8,793,026 11,218,387 -2,425,362 -

連結純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

自治体名：粟国村

会計：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 1,354

本年度歳計外現金増減額 68,092

本年度末歳計外現金残高 69,447

本年度末現金預金残高 303,978

財務活動収支 467,395

本年度資金収支額 -53,478

前年度末資金残高 288,622

比例連結割合変更に伴う差額 -613

本年度末資金残高 234,531

    地方債等償還支出 119,473

    その他の支出 213

  財務活動収入 587,081

    地方債等発行収入 586,758

    その他の収入 323

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -664,853

【財務活動収支】

  財務活動支出 119,686

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,076,058

    国県等補助金収入 921,257

    基金取崩収入 154,801

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 1,740,911

    公共施設等整備費支出 1,514,672

    基金積立金支出 226,239

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 10,187

  臨時収入 -

業務活動収支 143,980

【投資活動収支】

    税収等収入 1,016,549

    国県等補助金収入 438,835

    使用料及び手数料収入 216,654

    その他の収入 59,432

  臨時支出 10,187

    移転費用支出 464,094

      補助金等支出 423,292

      社会保障給付支出 39,724

      その他の支出 1,078

  業務収入 1,731,470

    業務費用支出 1,113,210

      人件費支出 475,728

      物件費等支出 617,445

      支払利息支出 9,549

      その他の支出 10,488

連結資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 1,577,304


